
 

 

【 山陰インバウンドニュース １２月号 】 

                             令 和 ４年 １２月 ２６日  

（一社）山陰インバウンド機構  

 
 

松江で中国向けのライブ配信プロモーション実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

山陰インバウンドセミナー『大阪・関西万博を契機とした観光推進について』開催しました 
 

12/21（水）13：30～14：30 オンラインセミナーを実施。今回は公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会

の機運醸成局 地域・観光部 審議役 川村 泰正さまに 2025 年大阪・関西万博に向けた情報提供及び地域で

準備できること等をご講演いただきました。久しぶりのオンライン開催でしたが、山陰内外より約 100 名ご視聴

いただき、質疑応答では、来場が特に増えそうなターゲット国やビジネスと観光客の来場予測、来場者に刺さる

観光コンテンツ等に関して、改めてお話いただきました。アンケートでは、今回の講演について「明瞭な説明で、

わかりやすかった。」「個々のコンテンツだけでなく、地域での滞在の仕方、質の高い滞在を考えなければいけな

いと感じた。」「大阪在住ではあるが、現地と山陰を結ぶような事ができればと思う。」「地域観光との連携部分を

もう少し具体的に紹介してほしかった。」等のご意見をいただきました。 

 

  

当機構では観光庁の補助金を活用し「山陰エリア認知向上のためのプロモー

ション事業」を実施しているところですが、旅行博出展などと並び、インフル

エンサー招請の一環として、11/22 に松江市内の観光施設等を着物姿で巡り、

レポートをする中国向けのライブ配信を行いました。当日は山陰らしいしっと 

ライブ配信では、リアルタイムで反響がわかるため、何気なく見慣

れた街の看板に興味深々のコメントが寄せられたり、インフルエンサ

ーの着ている着物や色鮮やかな和菓子に好反応を示しており、当日の

最高視聴人数は平日にも関わらず 10470 人（延べリーチ数）が視聴

していました。街の風景やお店の様子のほか、当機構のデジタルパス

『DAJP』のダウンロード方法、観光施設へのスムーズな入館やパス

をつかった特典（割引）活用なども紹介し、約 4 時間に及ぶ長時間の

配信を終えました。 

りとした曇り空でしたが、配信するスタッフは“これも松江の良さ”と紹介。松江城、堀川遊覧船のほか、塩見縄

手や天神町商店街の散策、抹茶体験、和菓子の試食等、松江ならではのコンテンツを巡りました。 

また、当機構へも「引き続き、大阪・関西万博の情報の共有、配信をお願いした

い。」「全国の DMO と情報共有を行い、山陰へ有効な観光振興策を構築してほし

い。」「山陰は本当に観光集客力があると思う。山陰の苦労話・裏話も聞きたい。」

等たくさんのご意見をいただきました。みなさまのご意見を参考に、今後も様々な

情報を取り入れ、インバウンド事業の底上げをしていきたいと考えています。 

YouTube 公開！ぜひご覧ください。※録画の都合上、音声等聞きづらい箇所もあります。ご了承ください。 

11/16 開催『水際対策緩和後の最新動向と JNTO と地域との連携について』 

12/21 開催『大阪・関西万博を契機とした観光推進について』 

 
https://www.youtube.com/channel/UCx4vy7n85H44dEzx_1I2VJg 

https://www.youtube.com/channel/UCx4vy7n85H44dEzx_1I2VJg


 

山陰ツーリズム人材育成塾 フィールドワーク実施（八頭町・若桜町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shimane-u.ac.jp/education/school_info/edu_programs/edu_program09.html 

 

大山圏域の酒造会社を題材とした有識者モニターツアーに参加しました 
 

鳥取県中西部、大山圏域の酒造会社等が参画する、“DAISEN HAKKO PROJECT 推進協議会”は、地元で作ら

れるお酒や酒蔵を題材に観光振興を行う組織であり、この度観光客の誘致を目的とした体験コンテンツ及びコー

ス造成のため、モニターツアーが実施されました。協議会に参加している酒造会社７社がそれぞれ１ツアーずつ、

酒蔵をメインとした１泊２日のコースを設定。各コースに観光の商品づくりの有識者が参加し、意見交換が行わ

れました（11/16～12/6 の間に実施）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当機構では、島根大学と連携し、観光の中核人材の育成事業「山陰ツーリズム人

材育成塾」を実施しています。今回、そのプログラムの一環として、フィールドワ

ーク（現地視察）を鳥取県八頭町・若桜町内で実施しました。11/29～30、１泊２

日の合宿の形式で、主にオンラインで学んできた塾生が、現場を訪れ、知識習得や

地 

 

地域事業者との意見交換を経て、それぞれ描くプランの磨き上げや個々のミッションへの課題解決に向かう目

的で実施しました。当日は塾生 15 名中、14 名が参加。遠くは茨城県（鳥取県出身者）より鳥取県へ来県。八

頭町大江ノ郷自然牧場をメインに、周辺の観光資源（若桜鉄道 等）を視察し、その後、大江ノ郷自然牧場の

会議室にて、運営事業者である（有）ひよこカンパニーの小原社長により、自身の事業をもとに特別講義を受

けました。 

30 日は塾生によるグループワーク（ゼミ）を実施。今回の八頭町や（有）ひよこカンパニーで取り組む新規

事業や課題解決のために必要な取組を「観光」をキーワードにグループで協議し発表。小原社長も発表を聴講

課題や改良点がないか、深くグループで議論する場が設けられ、発表がなされた。塾生の個々のミッションの

発表は、初期のゼミに比べ格段に飛躍的に伸びていることや、今までの講義やゼミでの意見交換等が活かされ

ていることが垣間見える発表となりました。後半後３か月、今後の個々のミッションの具現化に向けて、しっ

かりと支援しながら事業実施いたします。 

課題や改良点がないか、深くグループで議論する場を設け、最後に一

人一人が全員の前で発表を行いました。発表内容は、今までの講義や

ゼミでの意見交換等が活かされており、初期のゼミよりもはるかに具

体的な仕上がりとなっていました。残る３か月、個々のミッションの

具現化に向けて、しっかりと支援していきます。 

 

当機構は 11/24～25“どぶろく醸造 上代”の酒蔵（伯耆町福岡）をメインとしたツアーに参加。当日は３名の

観光事業等に関わる有識者が集まりました。上代酒蔵現地では、社長の遠藤さんと杜氏の請川さんが案内され、

どぶろくと日本酒の違いなどの基礎知識のほか、伯耆町産酒米「五百万石」を半分まで精米し、すっきりとした

雑味のない味を作るこだわりなどを丁寧に説明されました。その後、ラベル貼りのプチ体験や元小学校の分校を

活用した社屋で商品の試飲をしました。看板商品「どぶろく上代」の他、女性にも飲みやすく改良された「もろ

み美人」や「あま酒」のほか、お酒にあう地元の食材やおつまみ等も用意されており、短時間でも十分に魅力を

味わうことができる体験でした。その後、近くの蕎麦処“山小屋 上代 椿庵”で昼食とりましたが、上代地域でど

ぶろくを作るきっかけを知る仲田さんが経営しており、酒蔵の成り立ちなどを聞くことができました。地元の方

とふれあいながら、おいしいそばやお酒を堪能する時間は心地よく、とても魅力あるコンテンツだと感じました。 

その他、１泊２日の行程には、とっとり花回廊やガイドによる江府町の木谷沢渓流散策等も盛り込まれており、

酒蔵コンテンツをどう生かすのか、どう周辺施設等と結び付け、一体で誘客していくのかの知恵だしを最終日の

意見交換会にて行われました。今後事業の発展のため、どぶろくの新しい飲み方の提案、お客様への紹介の仕方、 

日本人及びインバウンドのターゲット設定やテーマで繋げるツアー等、幅広い意見が飛び交

いました。今後、この意見を参考に、ほかのツアーも含め、協議会と地元の観光素材が連携

したコンテンツのブラッシュアップや圏域での誘客に努めて行かれるとのこと。当機構も今

後の発展を楽しみに、PR 等お手伝いができればと思っています。 

 
DAISEN HAKKO PROJECT 推進協議会： 

daisenwonder.jp/topics/sake_poroject_x/ 

源流どぶろく上代（インスタグラム）： 

https://www.instagram.com/doburoku_kamidai/ 

https://www.shimane-u.ac.jp/education/school_info/edu_programs/edu_program09.html
http://daisenwonder.jp/topics/sake_poroject_x/
https://www.instagram.com/doburoku_kamidai/


 

群言堂 在住外国人モニターツアーに山陰インバウンドアドバイザーが参加しました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群言堂が運営する他郷阿部家（大田市大森町）にて、準富裕層インバウンドをターゲットに、暮らすように旅

する生活観光体験の提供、商品化を目指したモニターツアーが実施されました（12/４～6。全２回予定）。他郷

阿部家のスタッフが英語ガイドを行い、山陰インバウンドアドバイザーのアリス・ゴーデンカーさんとサイード・

カールソンさんの２名が参加しました。 

 4 日に大森町内に入った一行は、雰囲気ある街並みをジェラート試食などしながら散策し、他郷阿部家へ。

建物に入ると、玉露のお茶、金平糖等、寒い日でも心温まるサービスが提供されました。その後の館内ツアーで

は、建物の構造やそれぞれの部屋の違いのほか、掛け軸などを丁寧に説明され、参加者は時折写真を撮りながら

興味深く聞き入っていました。特に好評だったのが、各部屋に用意された炭を起こした火鉢や布団・ベッドに置

かれた「豆炭あんか」。昔ながらの日本の暖の取り方に触れることができ、参加者はとても感動していました。

また、夕食時には英語でのメニューが配られ、口頭でも料理や素材の細かな説明があるなど、外国人旅行者が困

ることがないようにしっかりと配慮されていました。 

５日は石見銀山大久保間歩の特別見学、街並み散策中には建設中の保育園の上棟式（餅まき）に遭遇し、本ツ

アーの参加者も飛び入りで参加、こども達とも交流し日本の伝統的な文化を体感することができました。また、

地域住民の畑でルッコラなど葉物野菜の収穫体験を行い、無農薬野菜をその場で試食し、自然の恵をたっぷり浴

びて育った濃い味に参加者も驚いており、収穫した野菜は夕食時サラダ等で味わうことができました。 

最終日の振り返りの時間では、「他郷阿部家のビフォアフターの DＶＤ鑑賞が非常に良い。」「この地域・生活・

歴史等の深い説明が英語でできることが必須条件で、滞在中のゲストの気ままなリクエストにもフレキシブルに

対応できるかが満足度を左右する。」「上棟式など地域の行事は興味ある外国人も多い。」「暮らす宿としてあんか・

こたつなどは快適性もあり良かったが、昔ながらの構造であり、膝が悪い高齢ゲストなどにはやや難しいかも。」

など、メリットや具体的な改良点等、とても活発な意見交換がなされました。 

日々新しい視点で誘客に取組まれる大森エリア。生活体験型の滞在プランや今後の新しい滞在プラン等、山陰

への訪日外国人誘客のため、当機構も引き続き協力して参ります。 

 

 

 

暮らす宿 他郷阿部家 ： https://kurasuyado.jp/takyo-abeke 

当機構の のご紹介 

当機構では、Instagram・Facebook・YouTube を活用し、山陰の旬な情報を世界へ発信しています。また、中

国市場向けについても RED・Wechat を活用した情報発信の準備を進めています。 

中でも、現在 Instagram では、JNTO と連携した取組としてリポストでの情報発信を実施しています。 

山陰の情報発信の際には、ぜひ#sanin_stagram をつけてご投稿ください。またフォローも随時募集していま

す。一緒にこの山陰の情報を世界へ届けましょう。 ※リポスト等ご不明な点等あれば当機構までご連絡ください。 

▼ YouTube San‘in JAPAN  4K 動画 

(英語アカウント) 

▼ Instagram ▼ Facebook 

https://kurasuyado.jp/takyo-abeke


 

宍道湖遊覧船はくちょう号「爽朝（そうちょう）クルーズ」試験運行に参加 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
そ の 他 の お 知 ら せ 

★ JNTO：講演「地方誘客と観光消費額の拡大に向けて～高付加価値化の取組～」 

2023 年 2月 9日（水）14：00～16：00、自治体・DMO・民間の観光関連事業者を対象とした上記のテーマ

でのオンラインセミナーを開催します。ぜひご覧ください。 https://action.jnto.go.jp/report/3673 

★ 鳥取県：鳥取で交流地域を体験！レストランフェア 開催中 

鳥取県内 16店舗で開催中。各店舗の年末最終日まで実施しています。 

https://www.pref.tottori.lg.jp/301073.htm 

★ 島根県：「美肌県しまね」中国向けコンセプトブック」公開中 

中国市場向け SNS での情報発信等、様々なプロモーションぜひご活用ください 

https://www.kankou-shimane.com/zh-cn/brochure 

★ 公益社団法人 日本観光振興協会： 

『飲食店でのお客様の迎え方～接客からマナーまで、ストレスフリーのおもてなし～』冊子公開中 

地域の飲食店の皆様に向け外国人旅行者の受入に向けた「心のバリアフリー」啓発の冊子を作成し、公開しています。 

ぜひ、ご活用ください。 

https://www.nihon-kankou.or.jp/home/jigyou/public/download/barrierfree/ 
 
 

 

  

山陰への外国人延べ宿泊者数 ※観光庁宿泊旅行統計調査（従業員 10人未満の施設を含む） 

期 間 山陰への外国人宿泊者数（鳥取/島根） 比 較 

2022 年 9 月 

（速報値） 
1,870 人泊（鳥取 900 人/島根 970 人） 

 （2021 年 9 月）1,470 人泊 

 （2020 年 9 月）1,190 人泊 

【参考】日本全体の
現状(2022 年 9 月) 

（速報値） 

815,750 人泊 ※観光庁宿泊旅行統計調査 
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/t
oukei/shukuhakutoukei.html 

（2021 年９月）274,100 人泊 

 （2020 年９月）225,740 人泊 

 

観光関連統計 等 

12/6 観光関係者を集め、新たな観光コンテンツ造成のため、宍道湖遊覧船はくちょう号の爽朝クルーズ試験

運行が行われました。この取組は Matsue-Works の小見波さんが宍道湖遊覧船はくちょう号と一緒に企画・実現

したものであり、当日は当機構職員のほか、松江市や中海 DMO の職員等 11 名が乗船し、7：30 第一乗船場よ

り出航、嫁ケ島付近まで往復約１時間の試験運行を行いました。通常この時間は日中の運行の景色とは異なり、

曜日によりシジミ漁の様子を船上から見ることができます。当日は天候も回復、宍道湖に架かる虹と朝焼けを見

ることができました。 

乗船中や下船後には、朝の運行という付加価値をどう活かすのか、 

また出雲空港付近までのクルーズや星空クルーズなどの可能性など、 

今後の新たなはくちょう号を活用した観光の可能性について、活発な 

意見交換が行われました。 

今回の試験運行の参加者の意見を参考に、商品化に向けた関係各所 

への働きかけを行っていくとのこと。 

今後の展開を楽しみに、当機構も引き続き観光コンテンツ造成に協 

力していきます。 
 

宍道湖遊覧船 はくちょう号 https://hakuchougo.jp 

https://action.jnto.go.jp/report/3673
https://www.pref.tottori.lg.jp/301073.htm
https://www.kankou-shimane.com/zh-cn/brochure
https://www.nihon-kankou.or.jp/home/jigyou/public/download/barrierfree/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
https://hakuchougo.jp/

